投書・ご意見について
12 月に寄せられました投書・ご意見（
「私の提案」等）について、報告いたします。
ご意見等について回答いたします。
6 月に退院後、7 月に受診していな
いため、血液をサラサラにする薬を
飲んでいません。予約している患者
が来ない場合は、一報いただけると
ありがたいです。
毎日、約 950 名の患者さんが当院
外来を受診されている中、予約した
外来にお越しにならない患者さんに
対して、当院からご連絡することは
困難な状況です。ご理解をお願いい
たします。退院後の外来予約状況や
服用中のお薬について、患者さんに
しっかり理解していただけるよう、
今後も丁寧な説明に努めてまいりま
す。貴重なご意見をありがとうござ
いました。
（診療部、薬剤科、看護部）
検査結果を提示してほしい。
検査結果を提示いたしますので、
遠慮なく、お声がけください。
（診療部）
わからないことがあれば、他の先
生に聞くか、わからないとはっきり
してもらいたかった。他の医療機関
に紹介するなど、こちらから言わな
くても対応してもらいたかった。
申し訳ありませんでした。当該医
師には、柔軟な対応を心がけるよう
指導いたしました。貴重なご意見を
ありがとうございました。
（消化器内科）
中央病院の処方箋なのに、病院周
辺の保険薬局には在庫がないとうこ
とで断られました。中央病院の処方
箋なのにどうしてですか。7 日間、
薬を飲めず、体調が悪くてきつかっ
たです。
辛い思いをさせてしまい、申し訳
ありませんでした。薬剤師会との会
合を開いておりますので、今回の件
を報告し、応需の努力をお願いする
ようにいたします。なお、薬の在庫
がないために調剤を拒否することは
正当な理由には当りません。本来は、
どのくらいの期間で手に入るか調
べ、すぐにお渡しできない場合は薬
をご自宅へ配送したり改めてお越し
いただいてお渡ししたりすることが
可能であることを伝えた上で、患者
さんにその薬局で受付するか他の薬
局に行くかを判断していただくこと
になります。
（薬剤科）

選べる食事を全員にしてほしい。
病院の食事は、治療の一つでもあ
ります。治療を優先とした食事のた
め、食事内容を制限しなければなら
ず、選択食として個人で選ぶことが
できなくなっている場合がございま
す。ご了承ください。１日も早く症
状が良くなりますことを願っており
ます。
（栄養科）
夜中のイビキが気になった。対応
として、耳栓を貸し出したり、個人
で用意したりしてはどうか。入院生
活に必要な物に、追加して記載して
はどうか。
不快な思いをさせてしまい、申し
訳ありませんでした。入院時に患者
さんよりイビキの情報提供がある場
合、病室選択の相談をお受けしてお
ります。耳栓については、感染への
配慮から貸し出しはできませんが、
売店でも販売しております。貴重な
ご意見をありがとうございました。
（看護部）
手術や分娩待ちなのか、廊下に男
性が何人も並んでいて、病室を出入
りする際、ジロジロ見られて気持ち
悪かったです。長くかかる場合は、
待合室へご案内する等していただき
たいと思いました。
不快な思いをさせてしまい、申し
訳ありませんでした。今後は、手術
や分娩でお待ちいただくご家族の方
には、待合室をご案内することを徹
底してまいります。貴重なご意見を
ありがとうございました。
（看護部）
湿度が 30％ほどしかなく、咳が出
てしまいました。加湿器等を貸し出
していただけるとありがたいと思い
ました。
ご不便をおかけし、申し訳ありま
せんでした。加湿器の使用や湿度管
理につきましては、施設管理担当者
とも相談し、より快適に過ごしてい
ただけるよう検討いたします。貴重
なご意見をありがとうございます。
（看護部）
痛みがありナースコールを押して
待っていたが、なかなか来ないので、
何度かナースコールを押した。やっ
と来たと思ったら「忙しいから待っ
てて」と言われてしまった。頼りに
できるのは看護師さんなので、忙し
いと言われると、困った時に助けを
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呼べなくなる。
辛い思いをさせてしまい、申し訳
ありませんでした。ナースコールが
あった時は、お待たせしないで対応
するよう指導しました。また、お待
たせしなければならない時は、どれ
くらいお待たせするのかお伝えする
こと、他の看護師と協力して対応す
ることについて、スタッフで話し合
い共有しました。
（看護部）
お見舞いメールが届きましたが、
字が小さすぎます。患者さんの中に
は、老眼鏡をかけられない方がいる
と思います。長文の場合は、2 枚に
なっても構わないと思います。
お見舞いメールについては、当院
が業者のシステムサーバを利用して
いる状況であり、文字を大きくする
ことができる仕様にはなっておりま
せん。ご要望に沿えず、申し訳ござ
いませんが、現状にてご理解くださ
い。貴重なご意見をありがとうござ
いました。
（病院経営課）
ロビーのゴミを拾わない。職場の
ゴミは自分で拾ってください。
職員の環境美化に対する意識を高
めていけるよう周知・指導してまい
ります。貴重なご意見をありがとう
ございました。
（患者サービス向上委員会（病院経
営課）
）
1 階のトイレの流水音は、とても
うるさい。それよりも、脱臭に留意
してください。トイレだから仕方な
いとしても、便だけでなく、タバコ
も臭う。洗面台がビチャビチャして
いて、手を拭く紙でも拭ききれない。
ご不便をおかけし、申し訳ありま
せんでした。流水音は流す水の量に
よりますが、水量を減らすと詰まり
の原因となりますので、水量を減ら
すことができません。ご理解をお願
いします。臭いへの対応と洗面台の
洗浄については、清掃担当者に清掃
をより丁寧に行うよう指導しまし
た。
（病院総務課）
トイレの水を流すレバーを押ボタ
ンにしてほしい。
ご指摘いただき、ありがとうござ
います。現在、レバー式からボタン
式への交換について、検討中です。
取替えまで時間がかかりますが、お
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待ちください。
（病院総務課）
トイレが少ないです。
ご不便をおかけし、申し訳ござい
ません。建物の限られた大きさの中
で、必要な設備を設置しております
ので、増設は難しい状況です。ご理
解をお願いいたします。
（病院総務課）
1 階 ATM 前トイレのバッグを掛け
るフックの位置が高すぎて、背の低
い者には届きません。低い位置にも
付けてほしい。2 階レストラン入口
のトイレには、荷物掛けがありませ
ん。
ご不便をおかけし、申し訳ありま
せんでした。フックの追加設置を検
討します。設置まで、しばらくお待
ちください。
（病院総務課）
夜間、病室が少し寒く感じました。
午前中の手術等に家族が付き添いの
ために来院する時、駐車場が満車で
困っているとのこと。
ご不便をおかけし、申し訳ありま
せんでした。室内の温度は、個人差
等もありご満足いただけない場合も
ございます。温度や風量を調整でき
ますので、スタッフにお声がけくだ
さい。駐車場については、新たな土
地も無く駐車場を広げることが難し
い状況ですので、ご理解ください。
（病院総務課）
トイレ、CPM 室、浴室が狭すぎる。
車椅子が入ることを前提とした幅が
必要。車椅子自体も古い。
ご不便をおかけし、申し訳ありま
せんでした。建物の限られた大きさ
の中で必要な設備を設置しておりま
すので、十分なスペースを確保でき
ていない箇所もございます。入退室
にご不便がありましたら、スタッフ
にお声がけください。また、車椅子
は寄贈していただいたものなどを修
理しながら使用しております。古く
はありますが、メンテナンスを実施
しておりますので、ご理解をお願い
いたします。
（病院総務課）
第一駐車場に駐車スペースが空い
ていても、なかなか入れない状況が、
病棟の窓から見えます。係の人が二
人立っていますが、どうなっている
のでしょうか。
ご指摘いただきありがとうござい

ます。駐車場の状況を見て、すべて
の駐車スペースに駐車できるよう調
整いたします。
（病院総務課）
院内が暑過ぎる。空気が悪い。
ご不便をおかけし、申し訳ありま
せんでした。温度や風量を調整でき
ますので、スタッフにご相談くださ
い。
（病院総務課）
1 年間に何回も入院しているので、
申込書の記入を少なくしてほしい。
入院申込書は、身元引受人や緊急
時の連絡先だけでなく、入院中の診
療費の支払いや病院の諸規則・指示
に従って療養に努めていただく誓約
書も兼ねているため、その都度、ご
記入いただく必要がございます。ご
理解いただきますようお願いいたし
ます。
（医事課）
家 族 が毎 日 のよう に 来院 す る場
合、駐車場代が 1 か月で 6 千円から
7 千円くらいかかります。家族は 1
回 100 円くらいにしてほしいと思い
ます。
当院の駐車場は、土地所有者の方
のご理解をいただき、借地という形
で大半を確保しております。そのた
め、外来受診以外で駐車場をご利用
いただく皆様には応分の負担をお願
いしております。また、例外として、
医師により付き添いが必要であると
判断された入院患者さんの付き添い
者には、許可車両として 1 日 108 円
で駐車場を利用できる引換証を発行
しておりますので、ご理解ください。
（医事課）
入院する時に、重い荷物を運ぶの
に困りました。荷物を運ぶ物がある
と助かります。
大きい物や重い物を運べるよう、
正面玄関入口の車椅子付近にカート
を用意してありますので、ご利用く
ださい。また、時間外においては、
警備室にお声がけいただければ、ご
用意いたします。
（医事課）
お礼のお手紙をいただきました。
（全体）
とても親切で温かい言葉をかけて
いただき、安心して 3 日間過ごすこ
とができました。ありがとうござい
ました。
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（診療部）
エレベーターでの上り下りの際の
手伝い等
（診療部、看護部）
わがままにも一つひとつ丁寧に対
応してもらえました。髪の毛に気付
いてシャンプーしてもらい、気持ち
もすごく前向きになれた。ありがと
うございました。
（神経内科、看護部）
親切。不安がないように接してい
ただきました。
（循環器内科）
親切でした。心地よく過ごさせて
いただきました。ありがとう。
（麻酔科、産婦人科、看護部、臨床
検査科、病院総務課）
臨床検査科の方が、私の血液型が
亜型のため資料を持って説明に来て
くれた。とても嬉しかった。麻酔科
の先生は、私が手術に怯えているこ
とに気付き、愉快におどけて見せて
くれました。とても励まされました。
担当医の先生は、難しい話を上手に
解説してくださいました。安心感の
ある素晴らしい先生です。看護師さ
んは、皆さん親身で優しく接してく
ださいました。手を握っていただい
て涙が出ました。掃除の方も笑顔で
楽しく話せて幸せでした。ありがと
うございました。
（看護部、病院総務課）
皆様によくしていただいて、大変
助かりました。皆様の努力には頭が
下がります。トイレがキレイでした。
ありがとうございました。
（救急外来、放射線科、ICU、7A）
看護師さんはじめスタッフの皆様
の連携の素晴らしさに感心しまし
た。いつも気持ちよく挨拶や声かけ
をしてくれました。一命を取りとめ、
本当に感謝しています。ありがとう
ございました。
（泌尿器科、手術室、3B）
手術室の看護師の方が、そっと手
を添えてくれて嬉しかったです。病
棟の看護師さんが足まで拭いてくれ
て助かりました。先生は病室を回り
声をかけてくれ説明もしてくれて安
心しました。ありがとうございまし
た。
（産婦人科、4A）
先生には細やかに診察していただ
き、分娩時の素早く冷静なご判断で、
無事に赤ちゃんと会うことができま
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した。助産師さんには誘発中から産
後まで適確なアドバイスをいただ
き、安心することができました。
（産婦人科、麻酔科、4A、手術室）
初めて先生にお会いして、瞬時に
この先生ならお任せできるという安
心感がありました。その後も親切丁
寧に対応していただき、とても感謝
しております。病棟の看護師さんも
本当に親切でした！麻酔科の先生も
リラックスさせてくださり、安心で
きました。手術室の皆さんも温かく
て手術への恐怖心がなくなりまし
た。本当にありがとうございました。
（産婦人科、4A）
親切な対応でした。安心して入院
できました。
（産婦人科、4A）
どのお産や手術でも先生方をはじ
め助産師・看護師の皆様に本当によ
くしていただきました。不安な気持
ちに寄り添ってくださったこと、声
をかけてくださったこと、辛い時に
手を握ってくださったこと、ご自身
のお話をしてくださったこと、わが
子に優しく接してくださったこと、
本当にありがとうございました。こ
れから精一杯生きていこうと思いま
す。私も皆様のように人の役に立て
るよう頑張ろうと思います。私たち
家族は、皆様に出会えて本当に幸せ
に思います。
（産婦人科、4A）
お産の時、同時進行で看護師さん
も助産師さんも大変だったのに、す
ごく気を遣ってくれて何度も言葉を
かけてくださり本当にありがとうご
ざいました。ここで出産できてとて
もよかったです。本当にありがとう
ございました。
（4A）
皆さんがいつも丁寧な対応をして
くださり、不安でいっぱいなはずの
入院生活を快適に過ごせました。あ
やし方などポイントを教えてくださ
り、助かりました。ありがとうござ
いました。
（4A）
出産では大変お世話になり、心よ
り感謝申し上げます。深夜に何度連
絡しても、変わらず親切に対応して
くださり、わがままな娘に優しく理
解しやすいように繰り返し説明して
くださいました。陣痛が始まってか
らは常に先を見越して説明・誘導し

ていただきました。大きな安心感に
包まれ、無事、出産できました。プ
ロフェッショナルとはこういうもの
なんだと感心しました。本当にいい
病院だと思いました。次もここでお
世話になりたいと思いました。お体
に気をつけて素晴らしい仕事を続け
ていただけたらと思います。ありが
とうございました。
（4A）
産後、おっぱいが張って痛い時、
看護師さんがマッサージやアドバイ
スをしてくれたおかげで楽になりま
した。ありがとうございました。
（4A）
丁寧にわかりやすく何度も対応し
ていただいた。
（4A）
看護師の皆様が親身になってくれ
て、とても感謝しています。本当に
お世話になりました。
（小児科、薬剤科、4B）
皆さん、本当に優しくて親切でし
た。人見知りな娘ですが、安心して
入院生活を送ることができました。
娘は先生が優しかったと言っていま
す。先生のおかげでリラックスして
過ごせました。本当にありがとうご
ざいました。
（小児科、4B）
小さく生まれたけど、先生、看護
師さんが手厚くフォローしてくださ
ったので、すくすく成長し、無事に
退院することができました。ありが
とうございました。
（小児科、4A、4B）
母乳がうまく出なくて困っていた
ら、看護師さんが丁寧に時間をかけ
て出してくれて、本当に助かりまし
た。出産の時も不安でいっぱいでし
たが、優しくしっかりアドバイスを
してくれて助かりました。取り上げ
てくれた助産師さんに感謝です。
（小児科、4B）
優しい看護師さん、先生ばかりで
よかったです。子どもには大好きな
看護師さんがたくさんできました。
（小児科、4B）
スタッフの皆様がとても優しい口
調で安心しました。説明等も親切・
丁寧にしていただけました。夜間、
赤ちゃんが泣いてしまい困った時
も、小さな部屋を用意していただい
たり、赤ちゃんの見守りをお願いで
きたり、付き添いをした夫がとても
- 3 -

ありがたかったと感謝していまし
た。先生方も説明などを丁寧にして
くださいました。検査結果を詳しく
説明していただいたため、安心し納
得できました。ありがとうございま
した。
（4B）
親切に対応していただき、無事に
退院を迎えられました。ありがとう
ございました。
（4B）
先生が病状を丁寧に教えてくださ
ったので、わかりやすくてよかった
です。色々とお世話になり、どうも
ありがとうございました。
とても元気になりました。かんご
しさんもやさしかったので良かった
です。
（4B）
小さく生まれてしまったことに不
安がすごくありましたが、とりあえ
ず、なんとかなると思える程になり
ました。ありがとうございました。
（4B）
入院生活の不安はなく、対応もよ
かった。
（4B）
赤ちゃんの状態が一進一退で心配
が続きました。家で見ていくのに少
し不安はありますが、抱き方をはじ
め色々なことを丁寧に教えていただ
いて、とても助かりました。大変お
世話になりました。ありがとうござ
いました。
（4B）
NICU の皆さんがよくしてくれて、
私も安心して過ごすことができまし
た。皆さんが明るくて私も元気が出
ました。毎日、その日の出来事を親
切に教えていただいて嬉しかったで
す。
（4B）
環境はよかったです。色々、お手
数をおかけしました。大変お世話に
なりました。ありがとうございまし
た。
（4B）
早産で未熟に生まれた我が子が今
後どうなるのか不安な毎日でした
が、面会に来る度に気さくに声をか
けてくださり、とても励まされまし
た。会えない時間の我が子の様子を
明るく報告してくださったことは、
とてもありがたかったです。交換日
記も毎日楽しみで、体重が増えてい
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ることがとても嬉しかったです。本
当にありがとうございました。
（4B）
最初の頃は、赤ちゃんだけ病院に
残して帰ることが不安でしたが、面
会に行く度に色々な様子を聞いて安
心しました。気になることなどを聞
くといつも丁寧に答えてくださり、
ありがとうございました。お世話に
なりました。ありがとうございまし
た。
（4B、救急外来）
夜、思っていたより静かで落ち着
いていて、安心して休めました。看
護師さん達の雰囲気がとてもすてき
でした。わからないことは聞けば、
その場ですぐに答えてもらえたの
で、安心できました。人見知りの息
子が、救急の看護師さんの抱っこを
受け入れているのは、二度見してし
まうほど驚きました。病室に来る看
護師さんともお話していたので、息
子にとって、とても良い環境で治療
ができたんだと思いました。ありが
とうございました。
（4B）
すごく優しい言葉遣いで子どもに
対応していただきました。気になっ
たことも質問しやすかったです。
（4B）
大変満足です。
（4B）
生まれてすぐに赤ちゃんと離れて
しまい、不安だらけでしたが、看護
師さん達のケアが赤ちゃんだけでな
く親の私達にまで行き届いていて、
安心することができました。本当に
ありがとうございました。
（4B）
入院生活に対して不安はなく、対
応もよかった。
（4B）
説明がとても丁寧で安心できまし
た。
（4B）
皆さんとても優しく、心遣いがあ
り、安心して入院生活を送ることが
できました。ありがとうございまし
た。
（4B）
ありがとうございました。
（4B）
夜間に何度もナースコールで呼ん
でも優しく接してくれてよかったで
す。ありがとうございました。

（4B）
担当してくれたスタッフさんがす
ごくよかった。
（4B）
本当にお世話になりました。安心
して入院生活を送ることができまし
た。ありがとうございました。
（4B）
皆さん親切で、色々なことにすぐ
に対応していただき、ありがたかっ
たです。子どもも不安なく過ごせた
ようです。
（4B）
とても親切にしてくださり、あり
がとうございました。お世話になり
ました。
（耳鼻咽喉科、5A、薬剤科）
看護師さんは忙しい中でも気遣い
があり、言葉をかけてくれたので、
安心して入院生活を送ることができ
ました。先生は説明がとてもわかり
やすくて、質問に的確に答えてくれ
ました。薬剤師さんは、質問に対し
て調べて答えてくれました。本当に
ありがとうございました。
（診療部、5A）
先生、看護師さんが、丁寧に接し
てくださり、看護師さん同士がコミ
ュニケーションをとりながら仕事を
されている様子は、入院していて安
心感がありました。
（消化器内科、5A、栄養科）
先生、看護師さん、食事関係の皆
様、本当にありがとうございました。
特に食事は入院患者に合わせて作る
ので、すごく大変だと思います。こ
れからも頑張ってください。食事、
本当に美味しかったです。7 日間、あ
りがとうございました。
（外科、5A）
先生は、毎日病室に来てくれまし
た。とても安心できました。看護師
さん達は、いつも優しく声をかけて
くれて感謝しています。本当にあり
がとうございました。
（神経内科、糖尿病・内分泌内科、
6A）
自分の担当ではないのに、困って
いると対応してくださった。入院中
に病気のことでお話したいと言った
ら、先生は快く病棟に来てくださり、
もう一人の先生も快く承知して連絡
してくださった。
（6A）
看護師さんの対応が良く、大変良
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い入院でした。
（6A、病院総務課）
皆さん親切でした。きれいにお掃
除もしてくれて気持ち良く過ごせま
した。
（6A）
どの方も細かいところまで気を配
ってくださり、色々と話をしてくだ
さったおかげで、初めての入院生活
も不安なく過ごすことができまし
た。ありがとうございました。
（6A）
緊 急 だ った の にも 関 わ らず 、 親
切・丁寧に対応してくださいました。
（腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、
6B、リハビリテーション科）
大変親切・丁寧な対応をしていた
だき、ありがとうございました。先
生には毎日細かな説明をしていただ
きました。言語聴覚士の方のケアの
おかげで口腔は清潔に保たれていま
した。看護師の皆様には面会の度に
声をかけていただき、その日の状態
を説明していただきました。
（薬剤科）
退院時、とても心配していた今後
の投薬の副作用について、私が箇条
書きにしておいた質問に看護学校講
師のようにわかりやすく説明してい
ただき、今後の自身の歯の治療も真
剣に考えるところです。ありがとう
ございます。
（循環器内科、7A）
先 生 の 判断 と 処置 の す ごさ に 感
謝・感動しました。認知症の父の面
倒は大変だったろうと思い、看護師
さんに感謝です。今日、退院できる
ことに感謝です。
（循環器内科、7A）
先生、ありがとうございました。
とにかく看護師さん達の笑顔がとて
も優しく、癒され、教育の良さが伺
えました。3 日間の入院生活でした
が、笑顔で退院していきます。
（心臓血管外科、消化器内科、7A）
先生、本当にありがとうございま
した。手厚い治療と優しさに感謝で
す。長い間、大変お世話になりまし
た。
（循環器内科、7A、栄養科）
先生は親切で丁寧でした。看護師
の皆様の親切なこと。優しい励まし
の言葉に頭が下がります。ありがと
うございました。お願いしたことを
早速パソコンに入力し、説明してく
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投書・ご意見について
12 月に寄せられました投書・ご意見（
「私の提案」等）について、報告いたします。
ださり、スピーディな対応に感謝で
す。塩分控えめのおかずはとても参
考になります。
（循環器内科、7A）
皆さんとても感じがよく、安心で
きました。先生には大変お世話にな
りました。聞いたことに、はっきり
答えていただきました。
（循環器内科、7A）
皆様、とても親切でした。先生に
は、再三の手術に適切に対応してい
ただき、感謝の気持ちでいっぱいで
す。注意事項を守って、今後は元気
に過ごしたいと思います。ありがと
うございました。
（循環器内科、7A）
先生、看護師さん、ありがとうご
ざいました。
（循環器内科、7A）
造影剤の検査で、よく診ていただ
き、とても安心しました。また、よ
く面倒も見てくれました。
（循環器内科、7A）
どなたもいつも声をかけてくださ
り、体を心配してくださり、本当に
感謝しています。ありがとうござい
ました。今まで気付かなかった自分
の健康状態。例えば、食事の味付け
が濃かったこと等、減塩の食事をい
ただいて初めて気付きました。家に
帰ってからも減塩に気をつけて、先
生に言われた 1 日 6ｇを目標に頑張
りたいと思います。
（循環器内科、7A）
何をするにも声をかけてくださっ
て、心強かったです。細かいところ
まで行き届いた看護で安心して過ご
せました。
（7A）
大変お世話になりました。
（7A）
皆さん、とても親切でした。あり
がとうございました。
（7A）
声かけも優しく、気持ちよく過ご
せました。
（7A）
看護師さん達の優しい態度に感謝
の一言です。ありがとうございまし
た。
（7A）
夜中のトイレの介助を手伝ってい
ただきました。
（7A）
夜間の看護師さんも非常によくし

てくれました。言葉遣いが素晴らし
いです。
（7A）
皆 様 に は大 変 お世 話 に なり ま し
た。
（7A）
細やかな気遣いで色々助かった。
（7A）
皆様、優しく安心して過ごすこと
ができました。本当にありがとうご
ざいました。がんばります。
（7A）
大変、お世話になりました。きつ
い 5 日間でしたが、何とか耐えられ
ました。ありがとうございました。
（7A）
よくやっていただきました。あり
がとうございました。
（7A）
職員交代時の毎回の挨拶。安心し
て治療を受けることができました。
また、学生の方にも手伝っていただ
き、感謝の気持ちでいっぱいです。
誠にありがとうございました。
（7A）
皆さん、朝でも夜でも忙しい時で
も笑顔を忘れていないこと。
（7A）
1 か月以上の長期入院で心身とも
に弱っている時に温かい対応をして
いただき、とても感謝しています。
本当にありがとうございました。
（7A）
言葉遣いが温かく思いやりの気持
ちが溢れて、和らぎと安堵感を与え
てくれた。便秘に対する対応が親切
で、最善の方法で処置していただい
た。感謝の気持ちです。
（病院総務課）
毎日、朝早くから一生懸命、清掃
してくださり、私も気持ちよく施設
を使用することができます。決して
新しくない建物をこれだけきれいに
してくださることは、とても大変な
ことだと思います。ありがとうござ
います。
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